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私は今回の演題に関連して、	  
開示すべきCOIはありません。	



緒言	

•  腹圧性尿失禁手術のゴールドスタンダードは尿道ス
リング手術である。	

•  尿道スリング手術は、スリングが恥骨後面を通過す
るTVT手術と、閉鎖孔を通過するTOT手術に大別さ
れる。	

•  本邦では2011年8月にボストンサイエンティフィック
社から進化型TVTデバイスであるアドバンテージ
フィットが発売された。	

•  このデバイスは熱処理され形状の安定したテープと
細径の湾曲の強いニードルという２つの特性を有す
る。 	



目的	

腹圧性尿失禁患者に対してアドバンテージフィットを

用いて行ったTVT手術の治療成績および手術に関

して注意すべき点について報告する。 	



対象	

対象：2011年8月から2013年3月までの間に腹圧性
尿失禁に対してアドバンテージフィットでTVT手術を
行った142例をレトロスペクティブに評価した。TVM手
術や膣閉鎖術と併用で行った症例は除外した。	  
	  
•  年齢 	   	   	   	   	  62.3歳（38-‐84歳）	  
•  BMI 	   	   	   	   	  24.1	  （18-‐35）	  
•  出産回数	   	   	   	  2.1	  (0-‐6)	  
•  尿道スリング手術の既往 	  3例（いずれもTOT）	  



手術方法	

基本的には従来のTVT手術の手技と同様に行った。リニアプロー
ブによる術中エコーを用いて液性剥離、テープの位置決めを行っ
た。（寺本ら　2013）	
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術中&術後合併症	

•  出血（500ml以上）	 	 	 	0例	
•  膀胱損傷 	 	 	 	 	 	0例	
•  腸管損傷 	 	 	 	 	 	0例	
•  尿閉 	 	 	 	 	 	 	0例	

•  排尿困難 	 	 	 	 	 	5例→テープを緩めた	
•  De novo urgency 	 	 	 	1例	
•  UTI	 	 	 	 	 	 	 	１例→抗菌化学療法	
•  テープびらん 	 	 	 	 	0例	

	  

•  手術時間 	 	 	 	 	 	22分　（15-32分）	

結果	



治療成績の定義	

•  ObjecGve（客観的）：咳ストレステスト	  
–  Cure　 	   	   	  最大膀胱容量での咳ストレステストで陰性	  
–  Improved　 	   	  最大膀胱容量での咳ストレステストで改善	  
–  Failure 	   	   	  最大膀胱容量での咳ストレステストで不変・悪化	  

•  SubjecGve（主観的）：ICIQ-‐SF	  
–  Cure	   	   	   	  質問表で尿失禁が１週間に１回以下	  
–  Improved 	   	  質問表で尿失禁が１週間に１回以上で術前と比

	   	   	   	   	  較して改善	  
–  Failure 	   	   	  質問表で尿失禁が術前と同等	  



結果：治療成績	

治療成績	

Subjective（主観的）	
•  Cure	
•  Improved	
•  failure	

	
126/142　（88.7%）	
16/142　（11.3%）	
0/142　 	（0%）	

Objective（客観的）	
•  Cure	
•  Improved	
•  failure	

	
108/142（76.1%）	
31/142（21.8%）	
3/142（2.1%）	

ICIQ-SF	 7.2（治療前）→2.2（治療後）	

※尿道スリング（TOT）の既往がある患者3例	  
Objective cure 3例	

subjective cure 2例、subjective improved 1例	



結果：Uroflowmetry	

術前	 術後6ヶ月	 P値	

排尿量	 293.7	 264.1	 NS	

Qmax	 24.9	 17.8	 P<0.05	

Qave	 15.9 		 12.0	 NS	

残尿量	 6.7		 8	 NS	

Qmaxは術前と比較し、術後で有意に低下するも、Qave
は有意な差を認めず、残尿量の増加は認めなかった。	



考察	

•  腹圧性尿失禁患者においてアドバンテージフィットを
用いたTVT手術は短期成績において、従来のTVT

の報告と同等の高い有効性を示した。	

•  客観的なデータはないもの細径の湾曲の強いニー
ドルによりストレスなく容易にTVTを行うことが可能

であった。	

•  カバーをはずすときに比較的、抵抗が大きいので、
尿道が引き上がりすぎて排尿困難を来したと推測さ

れる症例が認められた。したがって術中に尿道引き

下げ操作などでテープが引き上げられないようにす

る必要があると考えられた。	

	



結語	

•  アドバンテージフィットを用いたTVT手術の治療成績
について報告した。	

•  アドバンテージフィットはその治療成績および操作
性から腹圧性尿失禁の手術治療における有効な手

段となりうると考えられた。	


